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　　告　　　　　　　示　　

奈良市告示第598号
　平成２６年９月８日奈良市議事堂に奈良市議会定例会を招
集します。
　平成２６年９月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
（平成２６年９月１日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第５９９号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定に
より公告します。
　平成２６年９月１日
 奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
　大和中央道（敷島工区）街路新設工事ほか３５件（各工
事の工事名、工事場所、工期、工事概要、予定価格、最
低制限基準価格及び最低制限モデル型算出価格は別表の
とおり）
以下省略

（平成２６年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６００号
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 　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定に
より公告します。
　平成２６年９月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
　測量設計業務委託（中之庄町地内・東部第２５６号線他）
ほか１件（各業務の業務名、業務場所、業務期間、業務
概要、予定価格、最低制限基準価格は別表のとおり）
以下省略

（平成２６年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６０１号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定に
より公告します。
　平成２６年９月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　業　務　名　汚泥再生処理施設点検補修修繕
柑　業務場所　奈良市大安寺西二丁目２８１番地「奈良市衛

生浄化センター」
桓　業務期間　契約の日から平成２７年１月３０日までとす

る。
棺　業務概要　破砕機点検補修修繕一式

　　　　　　　　膜分離装置点検補修修繕一式
　　　　　　　　脱水機点検補修修繕一式
　　　　　　　　蒸気冷却塔点検補修修繕一式
　　　　　　　　硝化液循環ポンプ点検補修修繕一式
　　　　　　　　脱臭用ファン点検補修修繕一式

きょう雑物搬送装置No.２点検補修修繕
一式
汚泥乾燥装置真空ポンプ点検補修修繕一
式
前処理設備（し尿用）点検補修修繕一式

款　予定価格　２７,２５７千円（消費税及び地方消費税を除
く。）

以下省略
（平成２６年９月１日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第６０２号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定に
より公告します。
　平成２６年９月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　業　務　名　第２工区　第３段電気透析膜取替その他

修繕
柑　業務場所　奈良市米谷町地内
桓　業務期間　契約の日から平成２７年３月２０日までとす

る。
棺　業務概要　第３段電気透析膜取替その他一式
款　予定価格　１１,７３０千円（消費税及び地方消費税を除

く。）
以下省略

（平成２６年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６０３号
　次のとおり総合評価落札方式一般競争入札を行いますの
で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の
６第１項及び奈良市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）
第２条の規定により公告します。
　なお、この工事は、低入札価格調査制度を採用します。
詳細は、奈良市建設工事低入札価格調査制度試行要領によ
ります。
　平成２６年９月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
敢　工　事　名　あやめ池小学校校舎改築その他工事
柑　工事場所　奈良市あやめ池南九丁目９３９番地の３９
桓　工　　期　契約の日から平成２７年３月３１日まで
棺　工事概要　建築主体工事一式
　　　　　　　　校舎【前期・給食棟】
　　　　　　　　　　　【後期・教室棟】

鉄筋コンクリート造　地上３階　一部
鉄骨造
建築面積（９９３.３１㎡）
延床面積（２,５３６.８７㎡）

　　　　　　　　電気設備工事一式
　　　　　　　　機械設備工事一式
　　　　　　　　外構工事一式
　　　　　　　　既設給食棟解体撤去工事一式
　　　　　　　　既設擁壁補強工事一式
款　予定価格　７５７,１３１千円（消費税及び地方消費税を除

く。）
歓　調査基準モデル型算出価格　６５２,９５３千円（消費税及

び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成２６年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６０４号
　平成２６年度奈良市物品購入等入札参加資格審査申請要領
（追加受付）を次のように定めます。
　平成２６年９月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
　平成２６年度奈良市物品購入等入札参加資格審査申請要領
（追加受付）
　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５
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第１項及び第１６７条の１１第２項の規定により、平成２６年度
において、奈良市が発注する物品の製造の請負、物件の買
入れその他市長が定める契約等の入札に参加する者に必要
な資格及び申請方法等を定めたので、入札に参加しようと
される方は、以下の要領により入札参加資格審査申請書
（物品購入等）を提出してください。
１　入札（見積り）に参加する者に必要な資格
敢　成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得
ない者でないこと。
柑　平成２４・２５・２６年度分の市・県民税（法人は法人市
民税）及び固定資産税に係る滞納がないこと。
桓　平成２４・２５・２６年度分の国民健康保険料の滞納がな
いこと。
棺　法令等の規定により営業に関し免許、許可、登録、
認可等を要する場合は、申請時において当該免許、許
可、登録、認可等を受けていること。
款　申請者から提出された別表第１に掲げる提出書類の
審査によりその内容が適正と認められること。
歓　次のいずれにも該当しないもの
ア　役員等（法人にあっては役員、支配人及び支店又
は営業所（常時物品購入等の契約に関する業務を行
う事務所をいう。以下同じ。）の代表者を、個人に
あってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表
者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員によ
る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律
第７７号。以下「法」という。）第２条第６号に規定
する暴力団員をいう。以下同じ。）である者
イ　暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与して
いる者
ウ　役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者
の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える
目的で、暴力団又は暴力団員を利用している者
エ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を
提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極
的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与して
いる者
オ　ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団
又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し
ている者

２　受付期間及び時間
　敢　受付期間
　　　平成２６年９月１日〜平成２６年１０月３１日
　柑　受付時間
　　　午前９時３０分〜正午、午後１時３０分〜午後４時
３　受付場所及び申請方法
　敢　受付場所
　　　奈良市役所庁舎北棟５階契約課

　柑　申請方法
市内業者………………別表第１の書類をクリアファ

イルに入れ、　持参申請　　で
のみ受付けます。

準市内・市外業者……別表第１の書類をクリアファ
イルに入れ、　送付申請　　も
しくは　　持参申請　　で受付け
ます。

※１　持参受付の方は、後日入札参加資格審査結果
通知書を送付しますので、申請書類と一緒に連絡

識 竺鴫鴫

先・担当者名を明記し８２円切手貼付の返信用封筒
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

をお持ちください。
識 竺鴫

※２　送付受付は、受付期間最終日までの消印有効
とします。また入札参加資格審査申請書受付票及
び入札参加資格審査結果通知書を送付しますの
で、連絡先・担当者名を明記し８２円切手貼付の返

識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

信用封筒を　　２通　　同封してください。（それぞ
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

れに切手が必要です。）
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

４　送付先
　　〒６３０－８５８０
　　奈良市二条大路南一丁目１番１号
　　奈良市役所会計契約部契約課　物品入札担当
５　登録有効期間
　　入札参加資格審査結果通知日〜平成２７年３月３１日
６　その他留意事項
敢　各証明書及び謄本は、発行日から３箇月以内のもの
を提出してください。
柑　使用印鑑届は、実印でなくても結構ですが、入札及
び見積りの参加並びに契約の締結、代金の請求・受領
等に使用することとなるので、十分留意してくださ
い。
桓　納税証明書の申請には、印鑑（法人の場合には法人
印）、納税義務者以外の方が申請される場合には、納税
義務者からの委任状が必要です。なお、納付証明書
（市内個人業者のみ）の申請についても同様の手続が
必要ですのでご注意ください。
棺　申請書等の記載内容を確認できない場合、又は提出
書類が不足している場合には受付できません。
款　この登録制度について、審査後は業者名簿に登録さ
れますが、直ちに発注があるという制度ではありませ
ん。なお、新規に登録された方は、原則として今年度

識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

は入札参加を留保します。
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

歓　提出書類の内容と事実が相違していることが後日に
判明したときは、入札参加資格を取り消すことがあり
ます。
汗　提出していただいた入札参加資格審査申請書内容
は、奈良市情報公開条例に基づく非開示部分を除き公
開します。

別表第１

提出書類

記載要領及び書類の説明個人法人書類の名称
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以下省略
（平成２６年９月１日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第６０５号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項に規定する
指定障害福祉サービス事業者を指定しましたので、同法第
５１条第１号の規定に基づき告示します。
　平成２６年９月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

年間販売高・契約実績は過去２年間について記入して下さい。○○
契約実績調書
　　　　　（第３号様式の１）
　　　　　（第３号様式の２）

３

営業に関し、免許・許可・登録・認可等を要する方は様式に記入
のうえ、免許等の写しを添付してください。△△

資格（技術）者等調書
　　　　　（第４号様式の１）
　　　　　（第４号様式の２）４
例－警備業法(昭和４７年法律第１１７号）による認定・営業所設置届出、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）に
基づく事業の登録、院内清掃認定書、消防設備士免状甲乙・点検資格者免状、電気工事士免状、毒物劇物一般販売登録票等

奈良市との契約に際し、使用する印鑑を押印してください。○○使用印鑑届（第５号様式）５

権限を代理人（支店長・営業所長等）に委任される場合は提出し
てください。
（注）委任事項を限定するときは、委任事項中委任しない事項を

抹消し、訂正印を押してください。また、追加事項があれば
追加してください。

△委任状　　（第６号様式）６

法人…法務局、個人…市町村○○印鑑証明書（原本）７

法務局が証明するもの○商業登記履歴事項全部証明書（写し可）８

個人・法人
平成２４・２５・２６年度分の市・県民税及び固定資産税
　　　　　　（市民税課で証明）

税務署で証明
e-tax電子納税証明書可
（ＣＤで提出）

○○

納税証明書（写し可）

　　＊市内業者・準市内業者
　　　　■ 市・県民税…３年分
　　　　　（法人は法人市民税）
　　　　■ 固定資産税…３年分

　　＊市外業者
　　　　■ 個人…所得税
　　　　　（その３又はその３の２）
　　　　■ 法人…法人税
　　　　　（その３又はその３の３）

９

個人
平成２４・２５・２６年度分の国民健康保険料
（国保年金課で証明）

○
納付証明書（写し可）
　　＊本市の国民健康保険料を賦課された者
　　　　■ 国民健康保険料…３年分

○○調査票１０

○○誓約書１１

（注）　・○印は、必ず提出するもの
　　　・△印は、必要な方のみが提出するもの
　　　・提出書類は、クリアファイル（Ａ４）に入れて提出してください。

サービス種
類

事業所事業者
事業所番号

住所郵便番号名称住所郵便番号名称

同行援護
奈良県奈良市朱雀六丁目
1-14 コンフォート朱雀
Ⅱ3-A

631-0806介護相談センター福
丸

京都府木津川市木津殿城
90-6619-0214株式会社福丸2910101985

共同生活援
助

奈良県奈良市富雄元町二
丁目5-20-401号・402号・
403号

631-0078サンファミリー奈良県奈良市富雄元町二
丁目6-33（2階）631-0078株式会社サンケア2920100258

外部サービ
ス利用型共
同生活援助

奈良県奈良市法蓮町403-
1ジュネス新大宮101 630-8113グループホーム桜笑奈良県奈良市杉ヶ町35-2

中田ビル101630-8357合同会社しあわせ工
房2920100241

短期入所奈良県奈良市法蓮町403-
1ジュネス新大宮101 630-8113ショートステイ桜笑奈良県奈良市杉ヶ町35-2

中田ビル101630-8357合同会社しあわせ工
房2910102272

（平成26年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６０6号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号
に規定する指定特定相談支援事業者を指定しましたので、
同法第５１条の３０第２項第１号の規定に基づき告示します。
　平成２６年９月１日

１　指定年月日　　平成２６年９月１日

入札参加希望種目は別表第２の取扱種目一覧表より選択し記入
してください。○○入札参加資格審査申請書

　　　　　（第１号様式）１

○○
入札参加資格審査申請調書
　　　　　（第２号様式の１）
　　　　　（第２号様式の２）

２
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１　指定年月日　　平成２６年９月１日

（平成26年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６０7号
　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項
第１号に規定する指定障害児相談支援事業者を指定しまし

たので、同法第２４条の３７第１項第１号の規定に基づき告示
します。
　平成２６年９月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成26年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６０8号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者を指定（更新）しましたので、
同法第５１条第１号の規定に基づき告示します。
　平成２６年９月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

サービス種
類

事業所事業者
事業所番号

住所郵便番号名称住所郵便番号名称

計画相談支
援

奈良県奈良市古市町529-
4630-8424こぶしの会相談支援

センター
奈良県奈良市古市町529-
4630-8424社会福祉法人こぶし

の会2930100587

サービス種
類

事業所事業者
事業所番号

住所郵便番号名称住所郵便番号名称

障害児相談
支援

奈良県奈良市古市町529-
4630-8424こぶしの会相談支援

センター
奈良県奈良市古市町529-
4630-8424社会福祉法人こぶし

の会2970100802

１　指定年月日　　平成２６年９月１日

指定有効
期　　限サービス種類事業所住所郵便番号事業所名称事業者住所郵便番号事業者名称事業所番号

平成32年
７月15日居宅介護

奈良県奈良市朱雀5-
20-6　ガーデンシティ
201

631-0806カームネススマイ
ル

奈良県奈良市朱雀5-
20-6　ガーデンシティ
201

631-0806株式会社カームネ
ススマイル2910101092

平成32年
７月15日

重度訪問介
護

奈良県奈良市朱雀5-
20-6　ガーデンシティ
201

631-0806カームネススマイ
ル

奈良県奈良市朱雀5-
20-6　ガーデンシティ
201

631-0806株式会社カームネ
ススマイル2910101092

平成32年
８月31日

就労移行支
援（一般型）

奈良県奈良市帝塚山
南4-11-14631-0064デリカテッセン　

イーハトーヴ
奈良県奈良市杣ノ川
町50-1630-2152社会福祉法人青葉

仁会2910101100

（平成26年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第609号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用
する同法第50条の２の規定により施術者からの事業を廃止

した旨の届出がありましたので、同法第55条の３の規定に
より次のとおり告示します。
　平成26年９月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

廃止年月日廃止した施術の種類
指定施術者の氏名

施術所の所在地施術所の名称

平成26年７月３１日あんま
荒木　秀伸

奈良県奈良市東登美ケ丘一丁目５番
１６－１号訪問マッサージ祥あん（荒木　秀伸）

（平成２６年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第610号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規定

により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の規
定により次のとおり告示します。
　平成26年９月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

指定年月日施術の種類
指定施術者の氏名

施術所の所在地施術所の名称

平成26年８月１日あんま
尾崎　友昭

奈良県奈良市東登美ケ丘一丁目５番
１６－１号訪問マッサージ祥あん（尾崎　友昭）

（平成２６年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第611号

　平成２６年奈良市告示第２１４号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。
　平成26年９月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
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（平成26年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第614号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成26年９月１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成26年９月１日
３　移動対象区域
　　近鉄奈良駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄高の原駅

周辺自転車等放置禁止区域
４　保管場所
　　奈良市大安寺西二丁目288－１
　　奈良市自転車等保管施設
５　引取期間
　　移動日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条

例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定
する市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）
を除く。

６　引取時間
　　午前９時から午後４時30分まで
７　引取りのための必要事項

　　敢　印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認で
きるもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお
持ちください。

　　柑　次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収しま
す。

　　　　ア　移動費　   自転車　2,000円
　　　　　　　　　　　原動機付自転車　4,000円
　　　　イ　保管費　　1,000円（ただし、移動日から14日

以内は無料）
８　連絡先
　　奈良市市民生活部　交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成26年９月１日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第615号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成26年９月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成26年９月２日
３　移動対象区域
　　JR奈良駅周辺自転車等放置禁止区域

指定年月日
事業者事業所

事業所番号
法人名法人所在地名称所在地

平成26年
９月１日有限会社GoLive大阪府堺市北区黒土町１１３番地

の１０
GoLive訪問介護ステーショ
ン

奈良市学園大和町五丁目２番
地　松本ビル１０３号2970106627

平成26年
９月１日株式会社てまり奈良市南京終町三丁目３９３番地

３ハイツ古都１０１号室てまり奈良市南京終町三丁目３９３番地
３ハイツ古都１０１号室2970106403

平成26年
９月１日社会医療法人平和会奈良市西大寺赤田町一丁目７

番１号吉田病院ショートステイ奈良市西大寺宝ヶ丘２番１４-
２０５号2970106635

平成26年
９月１日社会福祉法人協同福祉会大和郡山市宮堂町字青木１６０番

７
あすならホーム今小路
ショートステイ奈良市今小路町２９番１2970106619

（平成26年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６１３号
　介護保険法（平成9年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により、指定居宅介護支援事業者を廃止しましたので、同
法第８５条第２号の規定により公示します。
　平成２６年９月１日

　奈良市長　仲　川　元　庸　

廃止年月日
事業者事業所

事業所番号
法人名法人所在地名称所在地

平成26年
８月３１日株式会社　ゆか奈良市南京終町五丁目377－

121えがおをそえて奈良市菅原町474－5－107号室2970105082

奈良市長　仲　川　元　庸　
次のよう省略

（平成２６年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６１２号
　介護保険法（平成9年法律第１２３号）第４１条第１項、第４６

条第１項及び第５３条第１項の規定により、指定居宅サービ
ス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サー
ビス事業者を指定しましたので、同法第７８条第１号、第85
条第1号及び第１１５条の１０第１号の規定により公示します。
　平成２６年９月１日

　奈良市長　仲　川　元　庸　

【居宅介護支援】
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以下省略
（平成２６年９月２日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第６１６号
　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
　なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
　平成２６年９月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　許可の年月日及び番号
平成２６年８月１１日　奈良市指令都整開　第１４Ａ－１３号
平成２６年８月２０日　奈良市指令都整開　第１４Ａ－１３－
　　　　　　　　　１号

２　検査済証の交付年月日及び番号
　　開発行為　　平成２６年９月３日　　第１４３０号
３　開発区域に含まれる地域
　　奈良市四条大路三丁目９００番５及び９０１番
４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　奈良市三条大路五丁目５番３１号
　　米澤　仁志

（平成２６年９月３日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第617号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条第１項の規定
により医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規
定により告示します。
　平成26年９月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　
指定年月日医療機関の所在地医療機関の名称

平成26年８月１日奈良県奈良市帝塚山南四丁目１１－７訪問看護ステーション・あいびす

（平成26年９月３日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第618号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項の
規定において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関から事業を廃止した旨の届出がありましたので、同
法第55条の３の規定により告示します。
　平成26年９月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　

廃止年月日廃止した施設又は　
廃止した事業の種類

指定介護機関

所在地名称

開設者

主たる事務所の所在地名称

平成26年６月２０日
平成26年６月２０日

居宅　居宅療養管理指導
介護予防　居宅療養管理指導

奈良県奈良市秋篠早月町９
秋篠サンパレス１－１０３サン薬局西大寺店

奈良県生駒郡平群町上庄１丁目１４－
１２株式会社関西メディコ

（平成26年９月３日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第620号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規定

により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の規
定により次のとおり告示します。
　平成26年９月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　

指定年月日施設又は実施する事業の種類

指定介護機関

所在地名称

開設者

主たる事務所の所在地名称

平成２６年８月１日
平成２６年８月１日

居宅　通所介護
介護予防　通所介護

奈良県奈良市大宮町二丁目３－４－
１０３デイサービス・チルチル

奈良県奈良市西木辻町９１番地４号特 定 非 営 利 活 動 法 人　ア メ ニ
ティー・ライフサポート・アシスト

平成２６年８月１日
平成２６年８月１日

居宅　訪問看護
介護予防　訪問看護

奈良県奈良市帝塚山南四丁目１１－７訪問看護ステーション・あいびす

奈良県奈良市西木辻町９１番地４号特 定 非 営 利 活 動 法 人　ア メ ニ
ティー・ライフサポート・アシスト

（平成26年９月３日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第619号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の
規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のと

おり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告示
します。
　平成26年９月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　

指定年月日施術の種類
指定施術者の氏名

施術所の所在地施術所の名称
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（平成26年９月３日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第621号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成26年９月４日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成26年９月４日
３　移動対象区域

近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域

以下省略

（平成２６年９月４日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第622号
　奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21
号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけたの
で、同条例第３条第４項の規定により告示します。
　平成26年９月４日

奈良市長　仲　川　元　庸　
次のとおり省略

（平成２６年９月４日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第623号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条第１項の規定
により医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規
定により告示します。
　平成26年９月５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
指定年月日医療機関の所在地医療機関の名称

平成26年８月１日奈良県奈良市法蓮町１０９５番６オレンジ薬局　法蓮仲町店

（平成26年９月５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第624号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規定

により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の規
定により次のとおり告示します。
　平成26年９月５日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成26年９月５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第625号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成26年９月８日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成26年９月６日

３　移動対象区域
近鉄奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域

以下省略
（平成２６年９月８日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第626号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条第１項の規定
により医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規
定により告示します。
　平成26年９月８日

奈良市長　仲　川　元　庸　

指定年月日施術の種類
指定施術者の氏名

施術所の所在地施術所の名称

平成26年７月１日はり・きゅう
多田　曙美

奈良県奈良市中御門町１４多田針灸院（多田　曙美）

平成26年７月１日はり・きゅう
山本　敏男

奈良県奈良市あやめ池南二丁目１－
４８やまもと鍼灸整骨院（山本　敏男）

平成26年８月１日柔道整復
伊藤　貴也

奈良県奈良市高天市町２８番地２いとう接骨院・鍼灸マッサージ院（伊
藤　貴也）

平成26年８月１日あんま
伊藤　貴也

奈良県奈良市高天市町２８番地２いとう接骨院・鍼灸マッサージ院（伊
藤　貴也）

平成26年８月１日はり・きゅう
伊藤　貴也

奈良県奈良市高天市町２８番地２いとう接骨院・鍼灸マッサージ院（伊
藤　貴也）
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指定年月日医療機関の所在地医療機関の名称

平成26年８月１日奈良県奈良市石木町８００番地奈良リハビリテーション病院

（平成26年９月８日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第627号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項の
規定において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関から次のとおり変更した旨の届出がありましたの
で、同法第55条の３の規定により告示します。
　平成26年９月８日

奈良市長　仲　川　元　庸　

変更年月日開設者
指定介護機関

所在地名称

平成26年８月１日
株式会社てまり奈良県奈良市南京終町三丁目３９３番

地３　ハイツ古都１０１号室訪問介護　てまり旧

株式会社てまり奈良県奈良市南京終町三丁目３９３番
地３　ハイツ古都１０１号室てまり新

指定年月日施設又は実施する事業の種類

指定介護機関

所在地名称

開設者

主たる事務所の所在地名称

平成２６年９月１日居宅介護支援事業（介護計画作成）

奈良県奈良市南京終町三丁目３９３番
地３　ハイツ古都１０１号室てまり

奈良県奈良市南京終町三丁目３９３番
地３　ハイツ古都１０１号室株式会社てまり

平成２６年９月１日
平成２６年９月１日

居宅　居宅療養管理指導
介護予防　居宅療養管理指導

奈良県奈良市神殿町１７１番地の４医療法人　三谷医院

奈良県奈良市神殿町１７１番地の４医療法人　三谷医院

平成２６年９月１日
平成２６年９月１日

居宅　訪問介護
介護予防　訪問介護

奈良県奈良市学園大和町五丁目２番
地　松本ビル１０３号GoLive訪問介護ステーション

大阪府堺市北区黒土町１１３番地の１０有限会社GoLive

平成２６年９月１日
平成２６年９月１日

居宅　短期入所生活介護
介護予防　短期入所生活介護

奈良県奈良市西大寺赤田町一丁目７
番１号吉田病院ショートステイ

奈良県奈良市西大寺赤田町一丁目７
番１号社会医療法人平和会

平成２６年９月１日
平成２６年９月１日

居宅　短期入所生活介護
介護予防　短期入所生活介護

奈良県奈良市今小路町２９番１あすならホーム今小路ショートステ
イ

奈良県大和郡山市宮堂町字青木１６０
番７社会福祉法人協同福祉会

（平成26年９月８日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第628号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の
規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のと

おり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告示
します。
　平成26年９月８日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成26年９月８日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第629号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用
する同法第50条の２の規定により施術者から事業を廃止し

た旨の届出がありましたので、同法第55条の３の規定によ
り次のとおり告示します。
　平成26年９月８日

奈良市長　仲　川　元　庸　

廃止年月日廃止した施術の種類
指定施術者の氏名

施術所の所在地施術所の名称

平成26年３月２６日柔道整復
松本　裕士

奈良県奈良市西大寺国見町一丁目７
－１０

有限会社ヌーベルマギー　まつもと
整骨院（松本　裕士）

（平成２６年９月８日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第630号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規定

により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の規
定により次のとおり告示します。
　平成26年９月８日

奈良市長　仲　川　元　庸　

指定年月日施術の種類
指定施術者の氏名

施術所の所在地施術所の名称
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（平成26年９月８日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第631号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成26年９月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成26年９月９日
３　移動対象区域

JR奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅
周辺及び近鉄平城駅周辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成２６年９月９日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第６３２号
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項
の規定により杣ノ川町自治会から告示した事項の変更の届
出がありましたので、同条第１０項の規定により次のとおり
告示します。
　平成２６年９月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　変更があった事項及びその内容

２　変更の年月日
　　平成２６年４月２０日

（平成２６年９月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第633号
　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
　なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
　平成２６年９月１０日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　許可の年月日及び番号
平成２６年１月２０日　奈良市指令都整開　第１３Ａ－４７号

平成２６年８月１８日　奈良市指令都整開　第１３Ａ－４７－
　　　　　　　　　１号

２　検査済証の交付年月日及び番号
　　開発行為　　平成２６年９月１０日　　第１４３１号
　　公共施設　　平成２６年９月１０日　　第６７０号
３　開発区域に含まれる地域
奈良市石木町５７番３、５９番１、５９番２、５９番３、６０番
１、６０番２、６０番３、６０番４、６１番１、６１番２、６２番、
６３番１、６３番２、６４番１、６４番２、６４番３、６４番４、
６４番５、６５番１、６５番２、６６番、６７番１、６７番２、６８
番１、６８番２、６９番、７０番、７１番１、７１番２、７２番１、
７２番２、７５番１、７５番２、７６番１、７６番２、７６番３、
７６番４、７７番、７８番、７９番、８０・８１番合併、８２番１、
８２番２、８３番、８４番、８５・８６番合併、８７番、８８番１、
８８番２、８９番１、８９番２、９０番１、９０番２、９０番３、
９１番１、９１番２、９１番３、９２番、９３番１、９３番２、９３
番３、９４番１、９４番２、９５番１、９５番２、９６番１、９６
番２、９６番３、９７番１、９７番２、９８番、９９番、１００番
１、１００番２、１０１番１、１０１番２、１０１番３、１０１番４、
１０２番１、１０２番２、１０３番１、１０３番２、１０３番３、１０３
番４、１０３番５、１０４番１、１０４番２、１０５番１、１０５番２、
１０５番３、１０６番１、１０６番２の一部、１０６番３、１０６番４、
１０６番５、１０６番６、１１０・１１１番１合併、１１０・１１１番２
合併、１７５番３の一部、１７５番４、１７５番５、１７５番６、
１７６番１、１７６番２、１７６番３、１７７番１、１７７番２、１７８
番１、１７８番２、１７９番、１８０番、１８１番、１８２番、１８３番
１、１８３番２、１８３番３、１８５番１、１８５番３、１８５番４、
１８５番５、１８５番６、１８６番１、１８６番２、１８６番３、１８７
番、１８８番１、１８８番２、１８８番３、１８８番４、１８９番１、
１８９番２、１８９番３、１８９番４、１９０番、１９１番、１９２番、
１９３番１、１９３番２、１９３番３、３５１番２、３５１番３、３５２
番１、３５２番２、３５３番１、３５３番２、３５４番１の一部、
３５４番２、３５５番１、３５５番２、３５６番１、３５６番２、３５７
番２、３５７番３、３６３番１、３６３番２、３６４番１、３６４番２、
３６５番１の一部及び３６５番２（１工区）

４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　奈良市石木町２２４番地の１
一般社団法人　石木町ショッピングセンター地権者組
合　代表理事　藤本　俊

５　公共施設の種類、位置及び区域
　敢　道路

奈良市石木町５７番３、５９番１、５９番３、６０番２、６０
番４、６１番２、６３番２、６４番２、６４番４、６４番５、
６５番２、６７番２、６８番２、７１番２、７２番２、７５番１、
７５番２、７６番２、７６番４、８２番２、８８番２、８９番２、
９０番２、９１番２、９３番２、９４番２、９５番２、９６番２、９６

平成26年８月２８日柔道整復
松本　裕士

奈良県奈良市大宮町三丁目５番３８号
アンジュ咲かす１F咲かす鍼灸整骨院（松本　裕士）

平成26年８月２８日はり・きゅう
松本　裕士

奈良県奈良市大宮町三丁目５番３８号
アンジュ咲かす１F咲かす鍼灸整骨院（松本　裕士）

変　　更　　後変　　更　　前変 更 事 項

奈良市杣ノ川町３６８番地奈良市杣ノ川町７３０番地の
２

事務所の
所在地

茶谷　隆行
奈良市杣ノ川町３６８番地

巽　一郎
奈良市杣ノ川町７３０番地の
２

代表者の氏名
及び住所
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番３、１０１番２、１０３番２、１０３番４、１０５番２、１０６番
２の一部、１０６番５、１７５番３の一部、１７５番５、１７６
番３、１７８番２、１８３番２、１８５番３、１８６番２、１８８番
２、１８９番２、１９３番２、３５１番２、３５２番２、３５３番２、
３５４番２、３５５番２、３５６番２、３５７番２、３６３番２、３６４
番２及び３６５番２

　柑　水路
奈良市石木町１１０・１１１番２合併、１８５番４、１８８番３
及び１８９番３

　桓　緑地
奈良市石木町５９番２、６０番３、６４番３、１０１番４、１０２
番２、１０３番１、１０５番１、１０６番６、１７５番４、１８３
番３、１８５番１、１８６番１及び１９３番３

　棺　下水道
奈良市石木町７１番１の一部、７１番２の一部、９４番１
の一部、９４番２の一部、３６５番１の一部及び３６５番２
の一部

　款　防火水槽
　　　奈良市石木町１７７番１の一部

（平成２６年９月１０日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６３４号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良市
契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定によ
り公告します。
　平成26年９月10日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１． 職員認証基盤システム機器更改事業概要
　奈良市では、平成22年２月に奈良市職員認証基盤整備
事業にてICカード認証システム及び資産管理システム
を導入し、職員がパソコンを使用する事務作業におい
て、職員証を兼ねたICカードによる認証強化、外部デバ
イスへの書き出し制限、操作ログ取得による不正操作抑
止及び所有するソフトウェアと情報端末の一元管理の容
易化等、大きな効果を発揮しています。しかしながらこ
れらのシステムは導入から約５年が経ち、リース期間の
終了に伴う機器更改を実施する必要があります。
　奈良市の行政系ネットワークは情報系ネットワーク、
基幹系ネットワークの２系統が存在し、導入当初は両系
統毎に当該システムを導入する必要がありました。しか
しながら平成24年度に実施した奈良市情報系システム
サーバ機器更改事業により、情報系・基幹系ネットワー
ク間の相互接続が可能な共用ネットワークを構築しまし
た。本事業では共用系ネットワークに本システムを再構
築することで、一元管理による運用負荷の低減及び系統
毎に購入していたユーザライセンスを削減します。ま
た、耐震性の優れた奈良市防災センターに設置した仮想
化サーバ上に本システムを構築することで、業務の継続
性の確保並びにハードウェア導入経費の削減を実現しま
す。

２．本一般競争入札に係る事業内容
　敢　事業範囲
　　ア．機器等の調達

・機器等の賃貸借
・本システム利用のための５年間分のライセンス
※現在奈良市で使用しているシステムライセンスを
継続使用する場合は、それに係るライセンス手続
きを実施すること。

　　イ．設計
　　　作業計画、システム設計、運用設計、移行設計
　　ウ．作業

機器等の設置、サーバ設定、端末設定（展開スケ
ジュール等調整作業含む）、データ移行、環境移行等

　　エ．運用保守、サポート
ハードウェア・ソフトウェア保守、運用サポート、
運用マニュアル作成

　柑　本稼動の予定
　　　平成27年２月１日
　桓　実施場所
　　ア．機器設定場所

奈良市二条大路南一丁目1番1号　奈良市役所本庁舎
　　イ．端末設定場所

奈良市二条大路南一丁目1番1号　奈良市役所本庁舎
奈良市八条五丁目404－1　防災センター
他　庁外施設（別紙１「設定実施場所一覧」のとお
り）

棺　奈良市職員認証基盤システム機器更改事業に係る仕
様

　　　詳細な仕様は、別添１「入札仕様書」のとおり
３．契約方法
　敢　契約名

奈良市職員認証基盤システム機器等の賃貸借
　柑　賃貸借期間
　　　平成27年２月１日〜平成32年１月31日（60ヶ月分）

（地方自治法第234条の３の規定に基づく長期継続
契約）

　桓　契約条項
別添２「奈良市職員認証基盤システム機器等の賃貸
借契約書（案）」のとおり

　棺　付帯事項
ア．機器賃貸借期間中の必要な保険については、納
入業者が付保手続きを行い、保険料は納入業者の
負担とします。
イ．賃貸借期間の満了、又はこの契約が解除された
場合には、奈良市担当者と協議のうえ、無償にて
速やかに物品を撤去することとします。
ウ．平成27年度以降において、本契約に係る支出予
算の減額又は削除があった場合には、この契約を
解除することができるものとします。
エ．賃貸借期間満了後ICカード並びに各ライセン
スは奈良市に帰属するものとします。
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指定年月日施術の種類
指定施術者の氏名

施術所の所在地施術所の名称

平成26年７月１日あんま
前川　憲一

奈良県奈良市白毫寺町８３５番地の１
大和紀寺ビル３０５号株式会社フレアス（前川　憲一）

（平成26年９月１１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第638号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成26年９月１１日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成26年９月１１日
３　移動対象区域
近鉄奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域

以下省略
（平成２６年９月１０日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第６３５号
　奈良町にぎわいの家の指定管理者を公募しますので､奈
良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する
条例（平成１７年奈良市条例第８５号）第２条の規定により､次
のとおり告示します｡
　平成２６年９月１０日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　公の施設の所在地及び名称
　　奈良市中新屋町５番地
　　　奈良町にぎわいの家
２　指定管理者が行う業務の範囲
敢　奈良町の地域活性化に関すること。
柑　奈良町の生活文化の保存及び継承に関すること。
桓　市民と観光客の交流の促進に関すること。
棺　教育機関との連携に関すること。
款　奈良町の観光案内に関すること。
歓　その他奈良町にぎわいの家の設置目的を達成するた
めに必要な事業

３　指定予定期間
　　平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで
４　指定申請の方法
　敢　指定申請書等の配布及び提出場所
　　　奈良市鳴川町３７－４
　　　　奈良市観光経済部奈良町にぎわい課
　柑　申請期間
　　　平成２６年９月１０日から平成２６年１０月１０日まで
　桓　提出書類

　奈良町にぎわいの家指定管理者指定申請書に､次
の書類を添えて提出してください｡
ア　奈良町にぎわいの家指定管理者事業計画書
イ　奈良町にぎわいの家指定管理者収支予算書
ウ　団体の定款、寄附行為の写し及び登記事項証明書
（法人以外の団体にあっては、会則その他これに類
する書類の写し及び代表者の住民票の写し）
エ　団体の前事業年度の事業報告書、収支計算書及び

貸借対照表その他活動の内容及び財務の状況がわか
る書類
オ　団体の現事業年度の事業計画書及び収支予算書そ
の他活動の内容及び財務の状況がわかる書類
カ　団体の役員名簿その他これに類する書類
キ　団体及びその代表者が平成２５年度分の法人市町村
民税及び個人市町村民税の滞納がない旨の証明書
ク　共同体にあっては、指定管理者の指定の申請に係
る共同体結成に関する届出書及び共同体による指定
管理者の指定の申請の手続に係る委任状

５　その他
　詳細は、「奈良町にぎわいの家指定管理者募集要項」に
よります。
６　問い合わせ先
　　奈良市観光経済部奈良町にぎわい課
　　　　電話０７４２－２４－８９３６

（平成２６年９月１０日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６３６号
　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１
項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市
身体障害者福祉法施行細則（昭和６２年奈良市規則第２９号）
第３条の規定により告示します。
　平成２６年９月１０日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２６年９月１０日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第637号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規定
により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の規
定により次のとおり告示します。
　平成26年９月１１日

奈良市長　仲　川　元　庸　

指　定
年月日診療科目医療機関

の所在地
医療機関
の名称　医師の氏名

平成２６年
９月５日

眼科
（視覚障害）

奈良市東紀寺
町一丁目５０番
１号

市立奈良病院太田　麻美子
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以下省略
（平成２６年９月１１日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第６３９号
　自動販売機設置に係る行政財産の貸付けについて、次の
とおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令
（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条
の６第１項及び奈良市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３
号）第２条の規定により公告します。
　平成２６年９月１２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
第１　入札に付する事項
１　件　　名　自動販売機設置に係る行政財産の貸付
２　貸付期間　平成２６年１１月１日から平成３０年１０月３１日

まで
３　貸付物件　下表のとおり
 

敢　貸付面積は、自動販売機の放熱余地等の面積及び
回収ボックスの面積の合計です。
柑　落札者は、貸付期間中、継続的に自動販売機を設
置しなければなりません。
桓　貸付期間の更新は、行いません。
棺　最低貸付料を予定価格とします。
款　最低貸付料は、４年間の貸付期間の総額であり、
消費税及び地方消費税を含まない額です。
歓　最低貸付料は、光熱水費等を除いた額です。

以下省略
（平成２６年９月１２日掲示済）

　 　 公 営 企 業 　

奈良市企業局告示第46号
　 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水
道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次のと
おり公示します。
　その関係図書は、平成26年９月１日から２週間、奈良市
企業局下水道部下水道維持課に備え置いて縦覧に供しま
す。
　平成26年９月１日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

１　公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
　　平成26年９月１６日
２　公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
奈良市鳥見町三丁目、中山町、押熊町、七条西町一丁
目、法蓮町、三条大路三丁目、南紀寺町四丁目及び今
市町の各一部

３　供用を開始する排水施設の位置

最低
貸付料

設置
台数

貸付
面積設置場所所在地物件

番号

１２２,６１６円１１.２６㎡１階エントランス
ホール

奈良市立三笠公民
館⑪

４　供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
　　分流式
５　終末処理場の位置及び名称
　　大和郡山市額田部南町160番地　奈良県浄化センタ－

（平成26年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第47号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和４０年奈
良市規則第４３号）第２条の規定により公告します。
　平成２６年９月１日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

１　入札に付する事項
　口径１５０粍配水支管改良工事、奈良市学園朝日町〜学
園朝日元町一丁目地内ほか１３件（工事種別、工事番号、
工事名称、工事場所、工期、工事概要、予定価格及び最
低制限基準価格は別表のとおり）
以下省略

（平成２６年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第４８号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和４０年奈
良市規則第４３号）第２条の規定により公告します。
　平成２６年９月１日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

終　　　点起　　　点管　渠　番　号

奈良市鳥見町三丁目２９
－２９

奈良市鳥見町三丁目２９
－２８鳥見第１幹線－１３

奈良市中山町１２５７－２奈良市中山町１２５７－２中山幹線－７７

奈良市中山町１２６0奈良市中山町１２６２－１１中山幹線－７８

奈良市中山町１６８２－１奈良市押熊町６５６－６押熊第２幹線－７５

奈良市押熊町７０６－２奈良市押熊町６７９－７４押熊第２幹線－７６

奈良市七条西町一丁目
５８７－２４

奈良市七条西町一丁目
５７７－１８七条幹線－１００

奈良市七条西町一丁目
６０４－８

奈良市七条西町一丁目
５７７－８七条幹線－１０１

奈良市七条西町一丁目
５７８－６

奈良市七条西町一丁目
５７７－４七条幹線－１０２

奈良市七条西町一丁目
５７８－５

奈良市七条西町一丁目
５７７－８七条幹線－１０３

奈良市法蓮町３９６－６奈良市法蓮町３９６－５奈良幹線－１４２

奈良市法蓮町６２０奈良市法蓮町６１９－６都跡幹線－３４３

奈良市三条大路三丁目
４５３－７

奈良市三条大路三丁目
４５３－１平城幹線－２４

奈良市南紀寺町四丁目
１１５－５

奈良市南紀寺町四丁目
１１５－４北永井幹線－３４９

奈良市今市町１４－５奈良市今市町１４－５帯解幹線－２３０
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１　入札に付する事項
　東部第２－２地区管路施設工事（水間）３３工区・１６工
区（単独）ほか２件（各工事の工事名、工事場所、工期、
工事概要、予定価格、最低制限基準価格及び最低制限モ
デル型算出価格は別表のとおり）
以下省略

（平成２６年９月１日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第49号
　奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈
良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
　平成26年９月４日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

（平成26年９月４日掲示済）

　 　 教 育 委 員 会 　

奈良市教育委員会告示第１５号
　下記物件が、奈良市文化財保護条例（昭和５３年奈良市条
例第７号）第４条第１項の規定による指定要件を喪失した
ため、平成２６年８月２１日同物件の奈良市指定文化財の指定
を解除したので告示します。
　平成２６年９月３日

奈良市教育委員会　　　　　
委員長　杉　江　雅　彦　

記

（平成２６年９月３日掲示済）

　 　 選 挙 管 理 委 員 会 　

奈良市選挙管理委員会告示第32号
　平成２６年９月２日現在における地方自治法（昭和２２年法
律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の
合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第
１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数
の５０分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第
４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有する者
の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第
８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教
育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２
号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３

分の１の数は、次のとおりです。
　平成２６年９月２日

奈良市選挙管理委員会　　　　
委員長　　西久保　武　志　

　　５０分の１の数　　6,006人
　　６分の１の数　　50,045人
　　３分の１の数　100,08９人

（平成２６年９月２日掲示済）

　 　 農 業 委 員 会 　

奈良市農業委員会告示第18号
　奈良市農業委員会平成26年９月農地部会の会議を次のと
おり招集しますので、奈良市農業委員会部会会議規則（昭
和32年奈良市農業委員会告示第４号）第３条第１項の規定
により告示します。
　平成26年９月５日

奈良市農業委員会　　　　　　　
農地部会長　西　井　　　隆　

１　日時
　　平成26年９月１２日（金）　午前９時30分
２　場所
　　奈良市二条大路南一丁目１番１号
　　奈良市役所　北棟６階　第22会議室
３　審議案件

敢　農地法（昭和27年法律第229号）第３条、第４条
及び第５条に関する許可申請及び届出について

柑　農地法施行規則第32条第１号に該当する転用の
届出について

桓　相続税の納税猶予に関する適格者証明について
棺　相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況
確認について

款　農業経営基盤強化促進法第５条の規定による基
本構想の見直しに関する意見について

歓　生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する
証明について

汗　農地法第18条第６項の規定による通知の受理に
ついて（８月専決処理分）

漢　生産緑地法第13条の規定による生産緑地の取得
のあっせんについて

澗　生産緑地法第13条の規定による生産緑地の取得
のあっせん結果について

潅　知事許可について（８月許可分）
（平成26年９月５日掲示済）

指　定　日所　在　地代表者氏名名称

平成26年
８月２６日

大阪府大阪市淀川区西
中島六丁目８番８号

代表取締役社長
岡地　雄一

第一環境株式会
社関西支店　　

備   考所有者・所在地数量件　　　　　名分類

黒草紙  南北朝〜
江戸時代

新黒双紙
江戸時代

薬師寺
奈良市西ノ京
町457

２冊

黒草紙・新黒双紙
附　黒草紙（宝
暦三年写本） 
１冊

古文書
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